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A word from another world

Pleasure to meet you all! Teacher from the UK

Ravinder Chana

Hello all! My name is Ravinder, and I come from London in
the UK! I am currently working as an Assistant Language
Teacher in Choritsu Higashikawa Junior High School. Whilst
I was born in London, my parents were born in Uganda
(Africa) and my grandparents in India, so I am ethnically
Indian with a British nationality.
Ikigai is one of many Japanese philosophies which have had a
profound effect on me and in turn has led me to coming and
working in Japan. I have always had a passion for Japanese
culture and my enthusiasm has only grown with my exposure
to it. Around twenty years ago, I was first introduced to the
Japanese language through Anime and Music. I grew up
watching Dragon Ball, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, Rurouni
Kenshin etc. and listening to artists such as ZARD, Yamashita
Tatsuro, Utada Hikaru and Mr Children. In particular, the
music resonated with me and led me to self-studying the
language in my spare time. Aside from studying Japanese I also
love exercising and photography
I graduated university with a BSc in Computer Science and
previously worked in the UK as a Software Programmer for 6 years at a company which specialised in creating
machines and computer software for airports. The software ranged from Threat Detection/Security to Baggage
Handling and Staffing management with the aim of speeding up the journey of a passenger travelling through
an airport.
All in all, Japan has had a significant impact on my life, and I wish to give back by teaching English to help
bridge the gap between two countries I love. I still have soo much to learn about Japanese culture and the
language so if you see me around please don’t hesitate to talk to me in Japanese or English, it’s great practice!
I feel like I am very lucky to be living in such a beautiful town and I can’t wait to speak with more people!

お目にかかれて光栄です−イギリス生まれの先生 ラビンダー・チャナ
こんにちは。ラビンダーといいます。英国ロンド
ン出身です。現在、東川中学校で外国語指導助手と
して働いています。私はロンドン、両親はアフリカ
のウガンダ生まれです。でも祖父母がインド生まれ
ですから、私は民族的にはインド人で、イギリス国
籍です。
「生きがい」は私が大きく影響を受けた数ある日
本の哲学の１つで、その結果、日本に来て働くこと
になりました。常に日本文化に情熱があり、実際に
文化に触れることでさらにその気持ちは高まりまし
た。20年ほど前、アニメや音楽を通して初めて日本
語に出会いました。「ドラゴンボール」「スラムダ
ンク」「幽遊白書」や「るろうに剣心」などを見て、
また「Zard」「山下達郎」「宇多田ヒカル」「Mr.
Children」などのアーティストの曲を聴いて育ちまし
た。特に、音楽は心に響き、空いた時間に日本語を
勉強するようになりました。日本語の勉強以外には、
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運動することと写真が大好きです。
コンピュータサイエンスの学士を取得して大学を
卒業し、以前はイギリスでソフトウェア・プログラ
マーとして、6年間働いていました。空港の機械やソ
フトを専門に作る会社で、空港を使用する乗客の旅
を円滑にするための保安検査機やスタッフ管理のソ
フトを制作していました。
ともかく日本は私の人生に大きな影響を与えまし
た。この愛する両国の架け橋となるため、英語を教
えて恩返しをしたいです。日本の文化も日本語もま
だまだ学ぶことがたくさんあるので、もし私を見か
けたら、どうぞ遠慮無く日本語でも英語でもいいの
で声をかけてください。いい練習になります。
こんなに美しい町に住めて、とても幸運だと思い、
もっと多くの人と話すのが待ちきれない気持ちでい
ます。
（訳：宮地晶子）

